
星野 勝一 さん （３９歳）

経営の推移と今後

雨よけトマト25～30a
（ハウス6～12棟）

新規就農までの経緯・背景

実家は露地野菜、花き等を生産する農家であったが、大学卒業後は都内の大
手ＩＴ企業に１０年間勤務。子供と家族のこれからを考えたときに、自分が生ま
れ育った環境で子供を育てたいという思いに。当時片品村で生産量が増えていた
雨よけトマトを経営品目として選択し、平成２５年に就農。

経営発展のポイント

群馬県片品村

• 複合品目としてワイン用
ブドウを導入

• 大玉の農協出荷を中心と
した経営

• 農業所得は約３４2万円

雨よけトマトの生産を現在の規模で維持し必要な所得
を確保しつつ、複合品目として新規に導入したワイン用
ブドウの利益化、商品化を目指す。

（営農類型：トマト）
（中山間）

今後の取組

• 全棟に点滴チューブを導入し
省力化を進める。

• ワイン用ブドウの利益化
• 農業所得の目標は800万円

雨よけトマト40～55a
（ハウス16～20棟）

雨よけトマト60a
（ハウス2２棟）
ブドウ３０a

経営初期（1～２年目） ３～４年目 現在（５年目） 今後の目標（６～８年目）

雨よけトマト７0a
（ハウス2６棟）
ブドウ３０a

• 平成2５年に経営開始
• 大玉、中玉、小玉を生産
• 初年度の農業所得は約３１万円
• 農業次世代人材投資資金や

農外所得で生計

農業次世代人材投資資
金は農業所得の少ない初
期に資材購入や生活費と
して役だった。

• 普及指導員及びJA営農指導員等の巡回指導による技術指導があった
ため研修経験がない状況で１年目から黒字決算とすることができた。

• JAのトマトセンター出荷を中心にすることや点滴自動灌水装置の導
入で省力化することができた。また点滴灌水の導入は、地域の農業用
水の水不足に対応することができ、規模拡大を可能にした。

• 農業資材展示会への参加やインターネットにて情報収集を行い毎年新
しい資材、機械を積極的に試し、効率化や低コスト化を進めることが
できた。

農業次世代人材投資資金

の活用例

• 県単補助事業及び近代化資金
を活用しハウス導入

• 点滴チューブを導入し労力
• 削減、病害の発生軽減に成功
• ４年目農業所得は約20５万円

（注）青年就農給付金は現在の名称「農業次世代人材投資資金」として記載。就農支援資金又は青年等就農資金を「無利子融資」と記載。

ほしの しょういち

かたしなむら
平成３０年度作成

農業次世代人材投資資金採択年度：平成25年度



関根 淳 さん （３６歳）

経営の推移と今後

露地野菜 50ａ→65a
人参、ホウレンソウ、タマネギ苗、
ブロッコリー、レタス、ネギなど

地域農協に勤務していたが、農家さんとのやりとりの中で、農業が自分
にあった職業だと感じて就農を決意する。親族等の農地を中心に借り受け、
平成24年に営農開始。

新規就農までの経緯・背景

• Ａ品率の向上、無理のない作付け計画。
• 新規作物を積極的に試作、導入。
• 国、県の補助事業を利用してハウス新設。
• 販売ルートの拡大（農協、学校給食、直売所）。
• ３年目で軌道に乗り、（旧）青年就農給付金の給付は２年半で終了。

その後すぐに認定農業者になる。

経営発展のポイント

群馬県高崎市

・来年度は１,０００万円以上の売上げ目標。
・現在は家族労働のため、繁忙期（４・１１月）に

パートの雇用を検討。

（営農類型：露地野菜、施設野菜）
（平地）

今後の取組

経営初期（1～２年目） ３～４年目 現在（７年目） 今後の目標（８年目～）

・H24に経営開始
・色々な作物を試す
・学校給食へ販売
・１年目の農業所得は－46万円

農業次世代人材投資資
金は農工具、資材の購入
に活用。

農業次世代人材投資資金
の活用例

・農地を着実に拡大
・計画的な作付けを実施
・経営体育成支援事業を利用し

ハウス２棟新設（H27）
・３年目の農業所得は337万円。

軌道に乗ったことを実感。

・県の補助事業を利用して
ハウス２棟増設（H29）

・苗販売の拡充

・夏場の作付け品目を検討
・苗販売をさらに拡大
・今後は売上げ＆農業所得

1,000万円を目指す

露地野菜 131ａ
施設野菜・苗 900㎡
タマネギ、ブロッコリー、エダマメ、
チンゲンサイ、オクラ、ネギ苗、
タマネギ苗、などなど

露地野菜 65ａ→100ａ
施設野菜・苗 440㎡

露地野菜 131ａ
施設野菜・苗 900㎡

（注）青年就農給付金は現在の名称「農業次世代人材投資資金」として記載。就農支援資金又は青年等就農資金を「無利子融資」と記載。

せきね じゅん

たかさきし
平成３０年度作成

農業次世代人材投資資金採択年度：平成24年度



小林 章悟 さん （３２歳）

経営の推移と今後

ニラ 2２a
（ハウス12棟）

新規就農までの経緯・背景

経営発展のポイント

群馬県伊勢崎市

・契約栽培による所得確保で
パート２名を安定雇用。

・売上は約1,200万円

農業次世代人材投資資金
（経営開始型）

（営農類型：ニラ）

今後の取組

ニラ 10a → 34a
（３年目にハウス全壊）
（２年かけてハウスを再建）

ニラ 38a
（ハウス１年株：９棟

２年株：９棟）

経営初期（1～２年目） ３～４年目 現在（５年目） 今後の目標（６～８年目）

ニラ ５０a
（ハウス２５棟）

・平成24年2月に経営開始
・ＪＡのハウスリース事業を

活用して、ハウスを取得
・農業所得は0～100万円程度で推移

・地元の青年農業者の会やＪＡ青年部に所属することで、幅広く情報を
収集するとともに、試験圃場を設置して栽培技術を改善。

・インターネットを活用し、トラクターを中古で導入したり、資材の廉
価品を調達するなど、運転資金に負担をかけない経営を実践。

・ぐんま農業フロントランナー養成塾に参加し、群馬県の経営指導を受
けて経営計画を作成・実行。

・先進地調査等を行い、栽培技術向上により多収量を実現し、業務用の
契約栽培により周年出荷体系を構築。

資金の活用事例

・点在している農地を集約化
・更なる収量増加に向けて、資材

の選定や栽培技術の向上を検討
・契約栽培比率を高め、安定した

周年出荷と周年雇用を実現
・農業所得の目標は、1,000万円

・経営初期の運転資金や生
活費の支えとなった。

・Ｈ２６年２月の雪害の際
には、資金があったお陰
で、営農を継続すること
が出来た。

保育士資格を取得し託児所経営をしていたが、近隣農家から地域の農
業者の高齢化の話を聞き、農業への転職を決意。先進農家で半年間の研
修中に、農業の可能性や独立志向への想いが日増しに強くなり、平成
24年に就農。

・契約販売、農協及び個人店など幅広く販路を開拓し、
安定した収入を実現する。

・農業の可能性を広く伝えていき、将来は人材育成を図
りたい。

・平成2６年2月の大雪で営農
継続の危機。

・雪害を受けたニラの株を再生させ、
農業所得を確保。

農業次世代人材投資資金採択年度：平成24年度

平成29年度 作成



関根 幹弘 さん （４７歳）

経営の推移と今後

モモ50a、カキ40a、
ブドウ15a
• モモが排水不良で５

０％程度枯死。
• ブドウは高温による着

色不良。
• カキ順調。

農業関連の仕事をする中で果樹に興味を持つ。農産物に自分で価格を
つけられる直売が理想と合い就農を決意。果樹関連の仕事をしていたこと
から栽培管理など基礎知識は習得しており、平成２２年から果樹栽培を開
始した。

新規就農までの経緯・背景

• 果樹関連の仕事をしていたことから栽培や経営の基礎知識は習得済み。
• 県農業技術センターで開発されたモモの根域制限栽培を導入し高糖度

なモモを販売。
• カキは樹上脱渋技術による高品質高付加価値化。
• ブドウは他県農家の先進的技術を取り入れる。
• 高付加価値化により贈答用を中心に全量直売を行っている。
• 研修生を受け入れ新規就農者の独立支援を行っている。

経営発展のポイント

群馬県太田市

• 付加価値の高い栽培技術の確立はできたが、生産が安定し
ていないので労務管理も含め高品質安定生産を図る。

• 研修生を受け入れ就農希望者の独立支援を行い、地域の
リーダーとなるような担い手を育てたい。

（営農類型：果樹）
（平地）

今後の取組

経営初期（1～２年目） ３～７年目 現在（８年目） 今後の目標（９～１０年目）

果樹は所得が得られるまで４～５
年かかるため、生活費としても大
変助かった。経営初期は栽培が
思うようにいかず資金繰りが大変
だったので、資金がなければ経営
継続が難しかったかもしれない。

農業次世代人材投資資金

の活用例

モモ50a、カキ40a、
ブドウ15a
• モモは排水不良を改善し

独自の技術開発を図る。
• ブドウは品種を切り替え。
• カキは一部加工を開始。

モモ50a、カキ40a、
ブドウ15a
• 栽培技術が確立できモモ、

ブドウともに生産が安定。
• 全量直売している。
• 近代化資金で直売所を新設。

モモ50a、カキ40a、
ブドウ15a
• 樹が育つとともに生産

量の増加が見込まれる
ため安定生産を図りた
い。

• 売上目標1,500万円

（注）青年就農給付金は現在の名称「農業次世代人材投資資金」として記載。就農支援資金又は青年等就農資金を「無利子融資」と記載。

せきね みきひろ

おおたし
平成３０年度作成

農業次世代人材投資資金採択年度：平成24年度
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